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1. 概要 
 

インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーは、専用 Linux* を実行する PCIe ベースのアドインカード
です。コプロセッサー向けのオペレーティング・システムは、各種ドライバーとユーティリ
ティーのほかにインテル® メニーコア・プラットフォーム・ソフトウェア・スタック (インテル® 
MPSS) を含みます。ドライバーとユーティリティーは、以下の機能を実現します。 

• コプロセッサーのメモリーへの Linux* ブートイメージとルート・ファイル・システムを
配置します。 

• コプロセッサーのブート、シャットダウン、およびリセットを制御します。 
• 各コプロセッサーへの IP (PCIe を介して) ネットワーク接続を提供します。 
• 各コプロセッサーの電力管理を行います。 
• コプロセッサー間との高速データ転送をサポートします。 

PCIe バスは、コプロセッサーが利用できる唯一の通信チャンネルです。従って、各コプロセッ
サー上で実行される OS の設定とプロビジョニングは、コプロセッサーが搭載されているホスト
システムで行われます。 

コプロセッサー向けの Linux* カーネルとファイル・システム・イメージは、インテル® MPSS の
インストールの一部としてホスト・ファイル・システムにインストールされます。コプロセッ
サーのファイル・システム・イメージは、micctrl ユーティリティーを使用して、またはホスト
ルートで直接設定することができます。 

micx64.sys ドライバーは、PCIe バスへのアクセスとコプロセッサーのブート処理を実装するソ
フトウェア・スタックのコンポーネントです。コプロセッサーをブートするため、micx64.sys 
ドライバーは、Linux* カーネルイメージとカーネルコマンドをコプロセッサーのメモリーへ送
り、実行を開始するためシグナルを送信します。仮想ネットワーク・ドライバーは、
micvethx64.sys としてインストールされます。最後に、micx64.sys はインストールされたコプ
ロセッサーに電源管理を指示し、インテルの対称通信インターフェイス (SCIF) ドライバーを介
して PCIe の高速データ転送を提供します。 

micctrl は、ユーザーがインストールされたコプロセッサーの制御 (ブート、シャットダウン、リ
セット) を可能にするユーティリティーです。micctrl はまた、コプロセッサーを設定する手順を
簡略化するため、多数のオプションを提供します。micctril ユーティリティーの詳細については、
このドキュメントの第 5 章をご覧ください。 

1.1. このドキュメントの表記について 
以下の表では、このドキュメントで使用されている規則について説明します。 

表 1: このドキュメントの表記について 

この書式 構文要素、予約ワード、キーワード、ファイル名、コンピュー
ター出力、コマンド、またはプログラム例を示します。大文字が
意味を持たない限り、テキストは小文字で表記されます。 

[この書式] ボタンやメニューなどグラフィカル・ユーザー・インターフェイ
スの項目をハイライトするために使用されます。 
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この書式 識別子、式、文字列、シンボル、または値のプレースホルダーを
示します。プレースホルダーの代わりに、これらの項目のいずれ
かを用いてください。新しい用語、URL、メールアドレス、ファ
イル名、およびファイル拡張子を示すために使用されます。 

[ 項目 ] 角括弧は、括弧で囲まれている項目がオプションであることを示
します。 

{ 項目 | 項目 } 波括弧は、括弧内にリストされている項目を 1 つだけ選択するこ
とを示します。垂直バー ( | ) は項目の区切りです。 

... (省略記号) 前の項目を繰り返すことを示します。 

\ (バックスラッシュ) 次の行にコマンドラインが継続することを示します。 

micN mic0、mic1 などの名前を表します。N=０、1、2、... です。例え
ば、ファイル名 micN.conf は、mic0.conf、mic1.conf などのファ
イル名を表します。 

User> ホスト上で、ユーザー権限で入力したコマンドを示します。 

Admin> ホスト上で管理者 (root) 権限で入力したコマンドを示します。 

[micN]$ コプロセッサー上で、ユーザー権限で入力したコマンドを示しま
す。 

[micN]# コプロセッサー上で管理者 (root) 権限で入力したコマンドを示し
ます。 

* その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登
録商標です。 

§ 
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2. インストール後の設定 
 

ソフトウェア・スタックのインストール後 (インストール手順については、readme-windows.pdf 
をご覧ください)、システム管理者はコプロセッサーを起動する前に設定を完了する必要があり
ます。 

2.1. ステップ 1: 管理者アクセスを確認する 
ユーザーがコプロセッサーにログインするため、MICUSERS グループに追加されている必要があ
ります (MICUSERS グループの作成および変更方法については、10.5 節を参照してください)。 

コプロセッサー・ノードへのユーザーアクセスは、セキュア・シェル・ユーティリティーを介し
て行われます。admin ユーザーが SSH 鍵を取得していることを確認します。SSH 鍵が存在しな
い場合、外部ユーティリティーを使用して鍵を生成してください (PuTTY を使用して SSH鍵を
生成する方法については、10.3 節をご覧ください)。 

2.2. ステップ 2: 設定を変更する 
C:\Program Files\Intel\MPSS\ ディレクトリーにある、global.xml と micN.xml ファイルを確
認します。インストール中にインストール先をデフォルト・ディレクトリーから変更した場
合、このパスは異なります。デフォルト設定で問題がなければ、2.3 節へ進みます。そうでな
い場合、設定ファイルを変更します。(変更方法については、第 4 章をご覧ください)。
micN.xml ファイルが存在しない場合、管理者権限で次のコマンドを実行することで生成でき
ます。 

Admin> micctrl -g 

2.3. ステップ 3: コプロセッサーを起動する 
デフォルト設定では、ホストドライバーがロードされると各コプロセッサーが起動されます。こ
れは、ホストシステムが再起動されると、コプロセッサーがブートすることを意味します。コプ
ロセッサーを手動で起動するには、管理者権限で次のコマンドを実行します。 

Admin> micctrl --start 

コプロセッサーが正常に起動している、または起動に失敗したと判断した場合、micctrl の呼び
出しは終了します。 

§ 
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3. インテル® MPSS ブート手順 
 

インテル® Xeon Phi™ コプロセッサー上で Linux* カーネルを起動するには、いくつかの手順が要
求されます。図 1 はブート処理の流れを示します。 

 

 

 

図 1: インテル® MPSS のブート手順 

3.1. コプロセッサーのブート 
ここでは、コプロセッサー上でインテル® MPSS のブートプロセスが開始される際の重要なス
テップを説明します。 
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3.1.1. カーネル・コマンドライン 
多くの Linux* ベースのシステムでは、カーネルイメージのロードと実行は grub ブートロー
ダーによって制御されます。grub 設定ファイルの各カーネル定義には、カーネルのコマンド
ラインを通して Linux* に渡すいくつかのパラメーターが含まれます。インテル® MPSSの
ブートシステムでは、設定ファイルの解析が行われます。カーネル・コマンドラインは、設
定ファイルの値に基づいて作成され、ドライバーが参照できるように WMI エントリーの 
cmdline に配置されます。 

3.1.2. コプロセッサーのブートをドライバーに指示 
micctrl ユーティリティーは、BootMIC WMI メソッドを実行して、コプロセッサーに Linux* イ
メージの実行を開始することを要求します。このメソッドは、WMI を介して MIC ドライバーに
リンクされています。 

メソッド ResetMIC も実行されますが、詳細は後述します。 

ドライバーはブート要求を受け取ると、最初にコプロセッサーが ready 状態かどうかを確認しま
す。コプロセッサーの起動準備が整っていなければ、WMI からエラーが返りコプロセッサーの
ブートは行われません。それ以外の場合、コプロセッサーの状態は booting (起動中) に設定され
ます。 

次にドライバーは、イメージの WMI エントリーを介して後に回復できるよう、イメージのファ
イル名を保存します。また、Linux* イメージをブートしていることを示すモードに設定します。 

ドライバーは、Linux イメージ内のさまざまなドライバーで必要とされるホストメモリーのいく
つかのアドレスとともに、micctrl ユーティリティーが要求するカーネル・コマンドラインの設
定をコピーします。その後、要求された Linux* イメージファイルをコプロセッサーのメモリー
にコピーします。 

最後のステップでは、転送されたイメージの実行を開始するように指示するためコプロセッサー
のレジスターへ書き込みます。 

3.1.3. Linux* カーネル実行形式 
Linux* カーネルコード機能の実行は、ほかのインテルベースのマシンと同様に行われます。
ハードウェアを初期化し、カーネルのサービスを開始し、各コプロセッサーを online 状態に設
定します。カーネルの準備ができると、アタッチされている初期 RAM ディスクイメージを初期
化し、イメージ内の init スクリプトの実行を開始します。 

初期 RAM ディスクには、実際のルート・ファイル・システムで要求されるロード可能なモ
ジュールが含まれます。カーネル・コマンドラインに渡される引数の多くは、モジュールがホス
トメモリーにアクセスするためのアドレスです。init スクリプトは、カーネル・コマンドライン
から必要な情報を解析して、ドライバーモジュールを読み込みます。 

最後のステップでは、init スクリプトがカーネル・コマンドラインの root= パラメーターでルー
ト・ファイル・システムを含むデバイスタイプを確認し、適切なアクションを取ります。 

3.1.4. ルートが初期 RAM ディスク 
初期 RAM ディスクをルートに設定するのはデバッグ目的の場合のみです。初期 RAM ディスク
には、最小限のツールとユーティリティーのみを含みます。 
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3.1.5. ルートが RAM ディスクイメージ 
ルートが RAM ファイルシステムに設定されている場合、初期ファイルシステムはコプロセッ
サーのメモリーに書き込まれます。 

ファイルがダウンロードされると、init スクリプトはコプロセッサーのメモリー上に tmpfs 
(Linux* の RAM ディスク型ファイルシステム) を作成し、ファイルシステムの情報を展開します。
このイメージには、Linux* システムを開始するために必要なすべての情報が含まれていなけれ
ばいけません。 

RAM ディスクイメージは、Linux* の switch_root ユーティリティーを呼び出すことでルートデ
バイスとして有効になります。この特殊なユーティリティーは、NFS マウント・ディレクト
リー上にルートデバイスを再マウントし、古い初期 RAM ディスクへのファイルシステムのメモ
リー参照を解放して、新しい /sbin/init の実行を開始するように Linux* カーネルに指示します。 

/sbin/init は、通常の Linux* ユーザーレベルの初期化を実行します。必要な情報はすべて圧縮さ
れた cpio ファイルに格納されていなければいけません。 

3.1.6. コプロセッサー・システムの準備ができたことをホストに通知 
初期化の最後のステップは、コプロセッサーにアクセスする準備ができたことをホストに通知す
ることです。これは、/sys/clas/micnotify/notify/host_notified エントリーに書き込むことで行わ
れます。ホストのドライバーに割り込みを発生させ、コプロセッサーの状態を online に更新し
ます。 

§ 
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4. 設定 
 

ここでは、設定ファイル、カーネル・コマンドライン・パラメーター、そして認証を含む
インテル® Xeon Phi™  コプロセッサーの設定について説明します。  

4.1. 設定可能なコンポーネント 
一般的な Linux* システムでは、インストールと設定の手順はインストーラーと操作者の簡単な
対話 (質問と回答) によって行われます。 

コプロセッサーは、自身のファイルシステムを持っていないため、この手順は設定ファイルの修
正と micctrl ユーティリティーによって行われます。 

設定パラメーターは、3 つのカテゴリーに分類されます。 

1. コプロセッサーの Linux* カーネルのメモリーへのロードとブートプロセスの開始と制御
パラメーター。 

2. コプロセッサーが使用するルート・ファイル・システムを定義するパラメーター。 

3. 仮想イーサーネット接続のホスト側を設定するパラメーター。 

4.2. 設定ファイル 
ここでは、設定ファイルのファイル・フォーマットと micctrl の Include パラメーターの使い方
について説明します。 

4.2.1. ファイルの場所とフォーマット 
設定は、各コプロセッサーの C:\Program Files\Intel\MPSS\ ディレクトリーに配置される設定
ファイルで制御されます。各コプロセッサーは対応する micN.xml 設定ファイルを持っています。
N はコプロセッサーの整数値の ID です。(例えば、mic0.xml、mic1.xml など) 

各設定ファイルには、設定パラメーターと引数リストが含まれます。 

4.3. ブート・パラメーターの設定 
ホストシステムは、Linux* カーネルイメージとカーネル・コマンドラインをコプロセッサーの
メモリーに転送し、開始を指示しコプロセッサーを起動します。この操作を行うため、ホストシ
ステムは設定ファイルを読み込み、関連するパラメーターのカーネル・コマンドラインを構築し
ます。デフォルトでは、ブート・パラメーターは各コプロセッサーに対応する micN.xml ファイ
ルに格納され、コプロセサーごとに異なる設定を可能にします。ブート・パラメーターが、
global.xml ファイルに格納されている場合、オーバーライトされない限りその内容がすべてのコ
プロセッサーに適用されます。 
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4.3.1. 電力管理 
電力管理パラメーターは、コプロセッサー上の Linux* の電力管理の設定を制御します。システ
ム管理者は、これらの値を変えることで電力管理の設定を変更できます。変更した設定は、
micctrl --start もしくは micctrl -b コマンドの実行時に有効になります。 

4.3.2. コマンドライン 
コマンドライン・パラメーターは、起動時にコプロセッサーへ渡されるオプションを制御します。 

4.3.3. ネットワーク 
ネットワーク・パラメーターは、IPAddress、HostIPAddress、Subnet、MACAddress、そして 
HostMACAddress など各種設定を指定します。これらの設定は、コプロセッサーを再起動した際
に有効になります。 

4.4. ルート・ファイル・システム 
すべての Linux* オペレーティング・システムには、最小構成のファイルとルート・ファイル・
システムが必要です。その他のファイルは、ルートもしくは 2 つ目のマウントポイントにあっ
てもかまいません。最近のほとんどの Linux* OS は、ルート・ファイル・システムに必要なリ
リースファイルをすべてインストールするのに十分な容量があることを想定しています。コプロ
セッサーの組込みファイルシステムにも、現在同じ規則が適用されます。 

ルート上のファイルは次の 3 つに分類されます: システムにインストールされたバイナリー、
個々のシステムのパラメーターを設定する /etc ディレクトリーにあるファイル、システムの
ユーザーが使用するファイルセット。 

インテル® MPSS は、ルート・ファイル・システム・イメージを構築する際に使用する設定パラ
メーターを提供します。詳細については、4.3 節と 6.1 節をご覧ください。 

4.5. ルーティング 
Windows* は、複数のネットワーク間でトラフィックをルーティングする機能を提供します。IP 
ルーティングは、デフォルトでは無効になっています。 

Windows* でルーティングを有効にする手順: 

1. Windows* コマンドプロンプトを起動します ([スタート] メニューから [ファイル名を指
定して実行…] を選択し、cmd と入力して [OK] をクリックします)。 

2. 次のコマンドを実行します。 

User> sc config RemoteAccess start= auto 
User> sc start RemoteAccess 

IP ルーティングを有効にするため、各コプロセッサーの設定ファイルを変更する必要はありま
せん。micctrl ユーティリティーは現在、コプロセッサー上のデフォルト・ゲートウェイの設定
をサポートしていないため、次のコマンドを使用して手動で変更する必要があります。 

User> route add default gw <ホストマシンの IP アドレス> 
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4.6. ブリッジ 
ネットワーク・ブリッジは、プロトコルに依存せずに 2 つのイーサーネット・セグメントまた
は、コリジョンドメインを接続する方法です。これは、MAC アドレスに基づいてネットワーク
間のトラフィックを転送するリンク層デバイスで、レイヤー 2 デバイスと呼ばれます。 

インテル® MPSS では、2 種類のブリッジ・ネットマスクがサポートされます。 

4.6.1. 内部ブリッジ 
単一ノードのコプロセッサー上で動作する一部の分散型アプリケーションでは、コプロセッサー
間、(そしておそらく) ホスト間と通信する必要があります。図 2 に示す内部ブリッジでは、単一
ノード内の複数のコプロセッサー間のサブネット通信が許可されます。この設定では、ホストと
の、そしてプラットフォーム内の各コプロセッサー間の通信が可能です。 

 

 

図 2: 内部ブリッジ・ネットワーク 

 

このネットワーク構成は、例えば、コプロセッサーおよびホストに分散される MPI アプリケー
ションのランク間の通信をサポートするために利用できます (ただし、IBSCIF 仮想 InfiniBand* 
HCA ドライバーを使用すると、より高いパフォーマンスを得られる可能性があります)。 

4.6.2. 外部ブリッジ 
外部ブリッジ設定では、外部ネットワークにコプロセッサーをブリッジします。これは、コプロ
セッサーがクラスターに展開され、異なるコンピューター・ノード全体でリモート通信をサポー
トする際に必要となる一般的な構成です。 

図 3 は、各ホストノード上のコプロセッサーが、外部ネットワークにブリッジされるクラス
ターを示しています。このような構成での IP アドレスは、システム管理者やネットワーク上の 
DHCP サーバーによって静的に割り当てることが可能ですが、それらは同じサブネットになけれ
ばいけません。 
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InfiniBand* ベースのネットワークは、この図では示されていません。InfiniBand* ベースのネッ
トワークは通常、インテル® MPSS 仮想イーサーネット・ドライバーでサポートされる IP ネット
ワークよりも高帯域の接続を可能にします。多くのクラスターでは、コマンドと制御などの通信
には低帯域幅のイーサーネット*・ネットワークを使用し、アプリケーションのデータ転送には
高帯域幅の InfiniBand* ネットワークを使用します。 

 

 

図 3: 外部ブリッジ・ネットワーク 

 

このネットワーク・トポロジーの構成を準備するため、外部ブリッジ・ネットワークのノードに
適用できる十分な数の IP アドレス範囲が確保できていることを確認する必要があります。 

§ 
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5. micctrl ユーティリティー 
 

micctrl ユーティリティーは、システム管理者向けの多目的ツールボックスと対比できます。次
の 3 つのカテゴリーの機能を提供します。 

• コプロセッサーの状態制御 - ブートとリセット制御。 
• 設定ファイルの初期化と値の転送。 
• 設定パラメーターを変更するヘルパー関数。 

micctrl ユーティリティーでは、最初の引数で実行するアクションを指定し、その後にオプ
ションの引数を続けます。引数の後には、コプロセッサー名のリスト (構文で [mic カードリス
ト] として示される) を続けることができます。例えば、特定のコプロセッサーを制御する場
合、リストは「mic1 mic3」のようになります。 

5.1. コプロセッサーの状態制御 
micctrl ユーティリティーは、個々のプロセッサーを制御するメカニズムを提供します。micctrl 
は、BootMIC WMI メソッドを介してコプロセッサーの制御と問い合わせを行います。 

注意: コプロセッサーの状態を変更するには、管理者権限が必要です。 

5.1.1. コプロセッサーのブート 
コマンド構文: 

Admin> micctrl -b [mic カードリスト] 

コプロセッサーは、ready 状態でなければいけません。ドライバーは、指示された Linux* イ
メージをコプロセッサーのメモリーに展開し、ブートを開始します。 

5.1.2. コプロセッサーのリセット 
コマンド構文: 

Admin> micctrl -ｒ [mic カードリスト] 

コプロセッサーがどのような状態であっても、リセットすることができます。コマンドは、
ResetMIC WMI メソッドを使用します。ドライバーは、PCI にマッピングされたレジスターを設
定することで、コプロセッサー上でソフトリセットを行います。 

注意: リセットを行うと、リモートファイルに書き出されていないデータは失われます。 

5.1.3. コプロセッサーの状態変更を待つ 
コマンド構文: 

micctrl -w [mic カードリスト] 

wait オプションは、コプロセッサーが online もしくは ready 状態になるのを待ちます。また、
インテル® MPSS 起動時に ready 状態でポーズすることができます。これにより、ユーザーは 
インテル® MPSS の起動、シャットダウン、またはリセットが完了したかどうかを確認できます。
デフォルトで 300 秒のタイムアウトが設定されています。 
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5.1.4. コプロセッサーの状態を確認する 
コマンド構文: 

micctrl -s [mic カードリスト] 

status オプションは、システム内のコプロセッサーの状態を表示します。 

5.2. 設定パラメーター向けのヘルパー関数 
以下のセクションでは、ユーザーとグループを追加および削除するコマンド・オプションについ
て説明します。 

5.2.1. コプロセッサーのファイルシステムにユーザーを追加する 
コプロセッサーのファイルシステムへユーザーを追加するには、ホスト上の MICUSERS ユー
ザーグループにユーザーを追加することで完了できます。このユーザーグループの作成とファイ
ルシステムへのユーザーの追加方法の詳細については、10.5 節をご覧ください。 

5.2.2. コプロセッサーのファイルシステムからユーザーを削除する 
コプロセッサーのファイルシステムからユーザーを削除するには、ホスト上の MICUSERS ユー
ザーグループにユーザーを削除することで完了できます。このグループのファイルシステムから
ユーザーを削除する方法の詳細については、10.5.1 節をご覧ください。 

5.2.3. ホストの SSH 鍵の指定 
コマンド構文: 

Admin> micctrl --addssh <ユーザー名> -f <public key ファイルへのパス>  
Admin> micctrl --addssh <ユーザー名> <public-key> 

--addssh オプションは、指定された public key をコプロセッサーのファイルシステムにある 
authorized_keys ファイルに追加します。この操作を次回の起動時に有効にするには、ユーザー
が MICUSERS グループに属している必要があります。このコマンドは、管理者権限を持つコマ
ンドプロンプトで実行する必要があります。 

公開鍵 (public key) ファイル形式は、OpenSSH 公開鍵形式、PuTTY 公開鍵形式、または PuTTY 
秘密鍵 (private key) 形式 (通常ファイル拡張子 .ppk として保存されます) を使用できます。 

-f オプションを指定せずに OpenSSH 公開鍵の内容をコマンドラインに直接貼り付けることがで
き、それはユーザーの authorized_keys ファイルに追加されます。 

SSH 鍵は、micctrl ユーティリティーを使用してコプロセッサーが再起動されるまで更新されま
せん。これは、ホストマシンの動力サイクルには不十分です。 
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5.3. その他のファイル・システム・ヘルパー関数 

5.3.1. 圧縮されたCPIO イメージの更新 
コマンド構文: 

Admin> micctrl -g [mic カードリスト] 

 

-g オプションは、設定ファイルとファイルリストで指定されるパラメーターからイメージを更
新します。新しいイメージは、次回コプロセッサーがブートするときに利用されます。 

§ 
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6. ソフトウェアの追加 
 

6.1. ファイルシステム生成手順 
ここではルート・ファイル・システムの構築手順を説明します。 

ルート・ファイル・システムの基本コンポーネントは、filelist です。それらは、インストール・
ディレクトリーの filesystem サブディレクトリーにあります。それぞれのコプロセッサーごとに 
1 つの filelist があり、共通 filelist はすべてのコプロセッサーで共有されます。 

ファイルは、既存の filelist (例えば mic0.filelist) を修正し適切なディレクティブを追加すること
で、ルート・ファイル・システムに追加できます。 

6 つの filelist ディレクティブ・タイプが用意されています。 

dir <name> <perms> <uid> <gid> 
file <name> <source> <perms> <uid> <gid>  
slink <name> <to> <perms> <uid> <gid> 
nod <name> <perms> <uid> <gid> <type> <major> <minor>  
pipe <name> <perms> <uid> <gid> 
sock <name> <perms> <uid> <gid> 

各デバイスタイプは、Linux* ファイルシステムで利用可能な 6 つのタイプのいずれかを定義し
ます。 

注意: perms 引数は 8 進数の Linux* ファイル・パーミッションで、uid は数値のユーザー ID を示
し、0 は root で 400 が micuser です。また、gid は数値のグループ ID を示し、0 は root で 400 
が micuser です。 

6.1.1. dir filelist ディレクティブ 
dir ディレクティブは、コプロセッサーのファイル・システム・イメージ内に作成されるディレ
クトリー名を指定します。perms、uid、および gid 引数には、ディレクトリーのパーミッショ
ン、ユーザー ID およびグループ ID を指定します。典型的な使用例は次のとおりです。 

dir /tmp 0777 0 0 

上記の例では、/tmp ディレクトリーの所有者は root ユーザーと root グループで、すべての
ユーザーにグローバル・パーミッションが定義されます。 

6.1.2. file filelist ディレクティブ 
file ディレクティブは、コプロセッサーのファイル・システム・イメージ内に作成されるファイ
ル名を指定します。perms、uid、および gid 引数には、ファイルのパーミッション、ユーザー 
ID およびグループ ID を指定します。 

file へのソース引数は、filelist 自身の位置に関連します。 

例えば、次の C:\Program Files\Intel\MPSS\filesystem\mic0.filelist にある filelist ディレクティブ: 

file /etc/passwd etc/passwd 644 0 0 
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は、/etc/passwd ファイルをコプロセッサーのファイル・システム・イメージに追加し、
C:\Program Files\Intel\MPSS\filesystem\mic0\etc\passwd ファイルの内容を置き換えます。この
ファイルは、root ユーザーと root グループによって所有され、グローバルな読み込みパーミッ
ションと root 変更パーミッションを持ちます。 

6.1.3. slink filelist ディレクティブ 
slink ディレクティブは、コプロセッサーのファイル・システム・イメージ内に作成され、ソー
スにリンクされるシンボリック・リンク名を指定します。perms、uid、および gid 引数には、
シンボリック・リンクのパーミッション、ユーザー ID およびグループ ID を指定します。 

Linux* の起動スクリプトに典型的なシンボリック・リンクの使い方を見ることができます。例
えば、設定パラメーターに関連付けられたファイルリストの場合は、次のようになります。 

slink/etc/rc3.d/S80sshd ../init.d/sshd 0755 0 0 

このコマンドは、/etc/rc.d/S80sshd がアクセスされたときに、コプロセッサーのファイルシス
テムの /etc/init.d/sshd ファイルにアクセスするシンボリック・リンクの作成を指示します。 

6.1.4. nod filelist ディレクティブ 
nod ディレクティブは、コプロセッサーのファイル・システム・イメージ内に作成されるデバイ
スノード名のタイプを指定します。タイプは、ブロックデバイス用の「b」、もしくはキャラク
ター・デバイス用の「c」でなければいけません。メジャー番号とマイナー番号を示す 2 つの引
数は、ノードの正しい値を定義する整数値でなければいけません。perms、uid、および gid 引
数には、デバイスノードのパーミッション、ユーザー ID およびグループ ID を指定します。 

大部分のデバイスノードは、デバイスドライバーによって動的に作成されます。しかし、いくつ
かのレガシーデバイスはハードコードされたエントリーを必要とします。 

次に例を示します。例えば、BaseDir のファイルリストは、コンソールのデバイスノードの生成
を指示する以下のエントリーを含みます。 

nod/dev/console 0600 0 0 c 5 1 

6.1.5. pipe filelist ディレクティブ 
pipe ディレクティブは、コプロセッサーのファイル・システム・イメージ内に作成されるパイ
プ・デバイス・ファイル名を指定します。perms、uid、および gid 引数には、パイプのパー
ミッション、ユーザー ID およびグループ ID を指定します。 

6.1.6. sock filelist ディレクティブ 
sock ディレクティブは、コプロセッサーのファイル・システム・イメージ内に作成されるソ
ケット・デバイス・ファイル名を指定します。perms、uid、および gid 引数には、ソケットの
パーミッション、ユーザー ID およびグループ ID を指定します。 
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6.2. コプロセッサーのファイルシステムに関連するファイルを
追加する 
コプロセッサーのファイルシステムに追加されたファイルは、デフォルトでは永続的に保持され
ません。永続的に保持されるファイルシステムを作成する際に使用するいくつかのファイルリス
トがあります。これらは、C:\Program Files\Intel\MPSS\filesystem に配置されます。 

\common ディレクトリーとそれに対応する common.filelist は、すべてのコプロセッサー上に存
在するファイルシステムに、ファイルやディレクトリーを追加する micctrl ユーティリティーで
使用できます。この機能を使用するには、\common ディレクトリーと common.filelist を作成し
ます。 

システムにインストールされている各コプロセッサー向けに、それぞれ mic0、mic1、... ディレ
クトリーがあります。これら (および対応する micN.filelist) は、それぞれのコプロセッサーの
ファイルシステムにファイルやフォルダーを追加するために使用されます。 

コプロセッサーのファイルシステムにファイルを追加する形式は次のようになります。 

file /path/on/filesystem path/on/host PERM UID GROUP 

PERM は、ファイルに対する 8 進数の Linux* ファイル・パーミッションを示します。UID は数
値のユーザー ID を示し、0 は root で 400 が micuser です。GROUP は数値のグループ ID を示し、
0 は root で 400 が micuser です。 

コプロセッサーのファイルシステムにディレクトリーを追加する形式は次のようになります。 

dir /path/on/filesystem PERM UID GROUP 

PERM、UID、そして GROUP は、上記と同様に定義されます。 

filelist に変更を加えると、必要なファイルを対応するディレクトリーに配置しておく必要があり
ます。次の例は、foo.txt ファイルを含むファイルシステムのルートにディレクトリー 
permanent を追加します。 

1. mic0.filelist に次の行を追加します: 

dir /permanent 755 400 400 
file /permanent/foo.txt permanent/foo.txt 644 400 400 

2. これで、次のディレクトリーが作成され、foo.txt ファイルがその配下に配置されます。 

C:\Program Files\Intel\MPSS\filesystem\mic0\permanent 

3. コプロセッサーを再起動するには、次のコマンドを実行します。 

Admin> micctrl -–stop  
Admin> micctrl --start 

コプロセッサーが再起動すると、ディレクトリーとファイルが永続的にコプロセッサーのファイ
ルシステムに保持されます。 

6.3. ダウンロード・イメージ・ファイルの作成 
ダウンロード・イメージ・ファイルは、共通 filelist とコプロセッサー向けの filelist を処理する
ことで作成されます。 

filelists が完全に処理されたら、micctrl -g コマンドでファイルの cpio エントリーを作成し、そ
れを micN.image ファイルに追加しましす。N は、デバイス番号です。 



ソフトウェアの追加 
 
 
 

 
 
インテル® メニーコア・プラットフォーム・ソフトウェア・スタック (インテル® MPSS) 
ユーザーズガイド (Windows*) 2016 年 3 月 
24 資料番号: 330077-001JA 

6.4. ルート・ファイル・システムにファイルを追加する 
ルート・ファイル・システムにファイルを追加するには、既存の filelist にファイルの格納場所
を示すエントリーを追加します。 

6.4.1. コピーしてファイルを追加する 
既存のファイルリストにファイルを追加する場合、すべてのコプロセッサーがファイルにアクセ
スできるか、もしくは特定のコプロセッサーのみがアクセスできるかを最初に決めなければいけ
ません。すべてのコプロセッサーがアクセスできるようにする場合は、common\ ディレクト
リー下にファイルをコピーし、そのファイルリストを変更します。それ以外の場合は、コプロ
セッサー N に対応する micN\ ディレクトリーにファイルをコピーします。そして、対応する 
filelist を更新します。 

ファイルを追加するためにディレクトリーを作成しなければならない場合、新しい file エント
リーの前に適切な dir エントリーを挿入することを忘れないでください。 

§ 
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7. インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーのツール
とユーティリティー 

 

7.1. コプロセッサーの情報ツール: micinfo 
micinfo コマンドは、ホストシステム、μOS、もしてドライバーに関連する詳細と、システムに
搭載されているコプロセッサーに関する情報を表示します。micinfo.exe のデフォルトのインス
トール先は、C:\Program Files\Intel\MPSS\bin ディレクトリーです。 

7.1.1. 簡単な方法 
micinfo を実行する最も簡単な方法を以下に示します。 

User> micinfo 

7.1.2. 高度なユーザー向け 
コマンド構文: 

User> micinfo [OPTIONS] 

OPTIONS: 

-help: コマンドヘルプを表示します。 

-version: ツールのバージョンを表示します。 

-listDevices: 検出されたすべてのコプロセッサーを表示します。 

-deviceInfo <deviceNum> [-group <groupname>]: <deviceNum> で指定されたコプロセッ
サーに関する情報を表示します。-group <groupname> オプションで情報の種類を指定する
こともできます。 

<groupname> に指定できる値を以下に示します。 

Versions: FLASH と μOS のバージョンを表示します。 

Board: コプロセッサーの PCIe ボードに関連する情報を表示します。 

Core: コア数、電圧、周波数を表示します。 

Thermal: ファンと温度に関連する情報を表示します。 

GDDR: デバイスのメモリーに関連する情報を表示します。 

7.2. コプロセッサー・プラットフォーム状態パネル: micsmc 
micsmc は、コプロセッサー・プラットフォーム状態パネルです。micsmc ツールは 2 つのモー
ドで動作します: グラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) モードとコマンドライン・
インターフェイス (CLI) モード。GUI モードは、システムで検出されたすべてのコプロセッサー
のリアルタイム監視機能を提供します。CLI モードでは、クラスターのスクリプト型アプリケー
ションで使用可能なステータスのスナップショットを取得できます。micsmc ツールは、コアの
使用率、温度、メモリー使用量、消費電力統計、エラーログを監視します。 
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micsmc.exe のデフォルトのインストール先は、C:\Program Files\Intel\MPSS\bin です。 

micsmc ツールは、Qwt プロジェクトの成果物をベースにしています (http://qwt.sf.net (英語))。 

『ステータス・パネル・ユーザーガイド』は、PDF と HTML 形式でサポートされる言語のすべ
てが用意されています。デフォルトのインストール先は以下です。 

C:\Program Files\Intel\MPSS\docs\micmgmt 

7.3. コプロセッサー評価ツール: miccheck 
miccheck ユーティリティーは、ソフトウェア・スタックの設定と現在の状態を確認するために
使用します。これは、各種診断テストを実行することで、コプロセッサー (複数可) がインストー
ルされたホストシステムに問題がないかチェックします。デフォルトでは、最初にホストシステ
ム上で有効となっているテストを実行し、その後各コプロセッサーのテストを行います。 

miccheck の詳細については、プログラムの help オプションを参照してください。 

User> miccheck --help 

7.4. コプロセッサー RAS ツール: micras 
micras は、ホスト上で動作するアプリケーションであり、コプロセッサーが生成する RAS イベ
ントの収集とログの作成を行います。このツールは、致命的な RAS イベントを検出すると、コ
プロセッサーをメンテナンス・モードに移行させ、テストおよび修復を行います。Windows* 
サービスとして動作します。デフォルトでは、C:\Program Files\Intel\MPSS\service にインス
トールされます。 

micras のログメッセージは、C:\Program Files\Intel\MPSS\service にある micras.log ファイルに
格納されます。ログメッセージには以下が含まれますが、これに限定されません。 

• 修正可能および不可能な両方のイベントを含む MCA イベント。 
• コプロセッサーのリセット、保守モードテストまたは修復メッセージ。 
• RAS デーモン・ソフトウェアの操作メッセージ。 

以下に RAS ログの例を示します。 

Tue Mar 5 16:24:29 2013 MICRAS ERROR : Card 2: failed getting card mode 

(Timestamp)  (Severity level)  (Message body) 

7.4.1. 簡単な方法 
micras は、Windows* サービスとしてインストールされます。 

micras サービスを開始する簡単な方法を以下に示します。 

Admin> micctrl -–start  
Admin> net start micras 

micras サービスを停止するには、次のコマンドを実行します。 

Admin> net stop micras 

http://qwt.sf.net/�
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7.4.1.1 Windows* の起動時に micras サービスを開始するように設定する  
(オプション) 

Windows* の起動時に micras サービス (RAS) を開始するように設定するには、次の操作を行い
ます。 

1. Windows* コマンドプロンプトを起動して ([スタート] メニューから [ファイル名を指定
して実行…] を選択し、cmd と入力して [OK] をクリックします)。コマンドプロンプト
で services.msc と入力し、Enter キーを押します。 

2. [サービス] リストで、「Intel(R) Xeon Phi(TM) coprocessor Reliability, Availability 
Service」を右クリックして [プロパティ] を選択します。 

3. [全般] タブで、[スタートアップの種類] に [自動] を選択して [OK] をクリックします。 

7.4.2. 高度なユーザー向け 
micras ツールは、さまざまな方法で利用できます。以下に使い方の詳細を示します。 

micras サービスを開始するには、Windows* のコマンドプロンプトで net start micras を使用し、
サービスを停止するには net stop micras を使用します。 

コマンド構文: 

User> micras [OPTIONS] 

OPTIONS: 

-help: コマンドヘルプを表示します。 

-maint: エラーテストと修復のためメンテナンス・モードを有効にします。 

-loglevel [loggingLevel]: micras ツールが提供するログの詳細レベルを指定します。指定可能な
レベルは、1 から 15 です。 

これは、0 - 3 ビットの 4 ビットで表現されます。 

• ビット 0 - 情報メッセージを有効にします 
• ビット 1 - 警告メッセージを有効にします 
• ビット 2 - エラーメッセージを有効にします 
• ビット 3 - クリティカルなメッセージを有効にします 
• デフォルトは、すべて有効です。 

micras のログメッセージの重要度レベルの大部分は、標準 RFC 5424 syslog 重要度レベルに対
応します。現在、4 つの重要度レベルが利用できます (表 2 をご覧ください)。 

micras を引数無しで実行すると、コンソールプロンプトでデバイスに接続してエラーを待ちま
す。 

micras を終了して、コンソールプロンプトに戻るには Ctrl-C を使用します。 

エラーテストと修復のためメンテナンス・モードを有効にするには、-maint オプションを使用
します。 

ヘルプ情報を表示するには、-help オプションを使用します。 
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表 2: micras 重要性レベル 

重要度 説明 一般的な説明 動作 

INFO  
(情報) 

情報メッセージ (レポートなど) 情報を取得する
ための通常の操作メッセージ。 

アクションは必要あ
りません。 

WARNING  
(警告) 

警告状態 警告メッセージ。エラーではあ
りませんが、対処されないとエ
ラーが発生する可能性がありま
す。 

すぐにアクションは
必要ありません。 

ERROR  
(エラー) 

エラー状態 緊急ではない障害。障害は、ソ
フトウェア自身によって回復さ
れることがあります。 

システム管理者に問
い合わせてくださ
い。 

CRITICAL  
(クリティカル) 

クリティカルな
状態 

すぐに対処が必要なクリティカ
ルな状態。micras ソフトウェア
は、いくつかのテストと修復機
能を備えていますが、いくつか
のクリティカル状態では、コン
ポーネントを削除したり、置き
換えるなど、管理者による操作
が要求されます。 

いくつかのエラー状
態に対してすぐにア
クションが必要で
す。 

7.5. コプロセッサー・ユーティリティー: micnativeloadex 
micnativeloadex ユーティリティーは、特定のコプロセッサーへコプロセッサーのネイティブバ
イナリーをコピーして実行します。ユーティリティーは、自動的にアプリケーションのライブラ
リー依存性をチェックし、実行前にそれらをデフォルトの検索パス (SINK_LD_LIBRARY_PATH 環
境変数に設定されるパス) からデバイスへコピーします。これは、ユーティリティーが依存関係
のあるコンポーネントを自動的にコピーするため、コプロセッサー上でのネイティブ・アプリ
ケーションの実行を簡素化します。 

アプリケーションがライブラリーと依存関係を持っている場合、SINK_LD_LIBRARY_PATH 環境
変数にそれらのコンポーネントの格納場所を設定しておく必要があります。この環境変数は、標
準アプリケーション向けの LD_LIBRARY_PATH 環境変数と同じように作用します。ライブラリー
の依存関係を調べるには、micnativeloadex に -l オプションを指定して実行します。これは、依
存関係が見つかった場合、関連するコンポーネントのリストを表示します。依存性を検出できな
くてもわずかな依存性があれば、SINK_LD_LIBRARY_PATH に含める必要があるでしょう。 

また、このユーティリティーは、コプロセッサーで実行するアプリケーションからの出力結果を
ローカルコンソールにリダイレクトします。この機能はデフォルトで有効になっていますが、コ
マンドライン・オプションで無効にできます。コマンドライン・オプションの詳細については、
ヘルプをご覧ください。 

User> micnativeloadex –h 

§ 



ホスト・ファイル・システムの共有 
 
 
 

 
 
 インテル® メニーコア・プラットフォーム・ソフトウェア・スタック (インテル® MPSS) 
2016 年 3 月 ユーザーズガイド (Windows*) 
資料番号: 330077-001JA 29 

8. ホスト・ファイル・システムの共有 
 

8.1 節と 8.2 節で、Windows Server* 上で NFS 共有を設定する方法を説明しています。 

• Windows Server* 2008 R2 SP1 の場合は、8.1 節を続けてご覧ください。 
• Windows Server* 2012 と Windows Server* 2012 R2 の場合は、8.2 節に進んでください。 

注意: NFS サーバーは、Windows Server* 2008 R2 SP1、Windows Server* 2012、および 
Windows Server* 2012 R2 でのみサポートされます。Windows* 7、Windows* 8/8.x、および 
Windows* 10 ではサポートされません。 

8.1. Windows Server* 2008 R2 SP1 での NFS 共有 

8.1.1. NFS サーバーを追加する 
1. [サーバー マネージャ] を起動し、[役割] セクションへ移動します。[役割] を右クリック

して、[役割の追加] を選択します。 

 

2. [役割の追加ウィザード] で、[ファイル サービス] を選択します。 
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3. ウィザードの [ファイル サービス] > [役割サービス] で、[NFS (Network File System) 用
サービス] を選択します。 

注意: 必要に応じて [ファイル サーバー] のチェックボックスをクリアします。 

 

4. [次へ] をクリックし、[インストール] をクリックします。[結果] ペインで、インストー
ルが正常に完了したことを確認します。 

 

8.1.2. NFS 共有のためのフォルダーのプロビジョニング 
1. [サーバー マネージャ] で、[役割] > [ファイル サービス] に追加された [共有と記憶域の

管理] の項目を選択します。[操作] > [NFS 構成の編集…] をクリックします。 

 

2. [NFS を使用してフォルダを共有] を選択し、[共有フォルダの準備ウィザード] をク
リックします。 
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3. ウィザードの [共有フォルダの場所] ページで、NFS 共有の [場所] 値を入力します。 

 

4. この例では、デフォルトの NTFS パーミッションを使用します。 

 

5. [NFS] チェックボックスをチェックし、[共有名] フィールドを入力します。 

 

6. [マップされていないユーザー アクセスを有効にする] 下で、[マップされていないユー
ザーの UNIX アクセスを (UID/GID) を許可する] を選択します。 
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8.1.3. NFS 共有のアクセス許可を指定 
1. [グループとホストのアクセス許可] で、[ALL MACHINES] グループの [アクセス] 

フィールドを [アクセスなし] に変更します。これは、NFS 共有にアクセスする不特定の
ホストを排除できます。[追加] ボタンをクリックします。 

 

2. ここで、ホストを指定しその [アクセス許可] を [読み取りおよび書き込み] に設定しま
す。[ルート アクセスを許可する] をオンにします。[OK] をクリックして、前のダイア
ログボックスに戻ります。 

 

3. ホストが、[アクセス] が [読み取り-書き込み] で、[ルート アクセス] が [許可] になって
いることを確認します。[次へ] をクリックし、[作成] をクリックします。 

 

4. [共有フォルダの準備ウィザード]、[NFS 用 Microsoft サービスの構成ガイド] ダイアロ
グボックス、[サーバー マネージャ] を閉じます。 

8.3節に進んでください。 
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8.2. Windows Server* 2012 と Windows Server 2012* R2 での 
NFS 共有 
8.2.1節から 8.2.3節は、Windows Server* 2012 と Windows Server* 2012 R2 上で、NFS 共有
を設定するため [サーバー マネージャー] ユーザー・インターフェイスを使用する方法を説明し
ます。PowerShell* コマンドレットを使用して設定する方法もあります。その場合このセクショ
ンはスキップして、8.2.4節へ進んでください。 

8.2.1. NFS サーバーを追加する 
1. [サーバー マネージャー] を起動します。ダッシュボードで、[管理] メニューの [役割と

機能の追加] をクリックします。 

 

2. [役割と機能の追加ウィザード] で、左カラムの [インストールの種類] をクリックしま
す。[役割ベースまたは機能ベースのインストール] を選択します。 
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3. [サーバーの選択] をクリックし、[サーバー プールからサーバーを選択] を選択します。
サーバーを選択します。 

 

4. [サーバーの役割] をクリックします。[役割] で、[ファイル サービスおよび記憶域サー
ビス (インストール済み)] を拡張表示して [ファイル サービスおよび iSCSI サービス] を
拡張します。[NFS サーバー] を選択します。 
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5. 表示されるダイアログボックスの内容を確認します。[機能の追加] ボタンをクリックし
ます。 

 

6. [役割と機能の追加ウィザード] に戻り、左カラムの [確認] を選択します。[インストー
ル] ボタンをクリックします。 
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7. [結果] ペインで、インストールが正常に完了したことを確認します。 

 

8.2.2. NFS 共有のためのフォルダーのプロビジョニング 
1. [サーバー マネージャー] で、ダッシュボードの左カラムの [ファイル サービスと記憶域

サービス] をクリックします。 

 

2. リストからサーバーを選択します。左カラムの [共有] をクリックします。 
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3. [ファイル共有を作成するには、新しい共有ウィザードを実行してください] をクリッ
クします。 

 

4. [新しい共有ウィザード] で、[プロファイルの選択] をクリックし、[NFS 共有 – 簡易] を
選択します。 

 

5. [共有の場所] をクリックし、リストからサーバーを選択します。共有パスを指定します。 
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6. [共有名] をクリックし、共有名を入力します (共有ディレクトリーの作成に関するメッ
セージが表示されたら [OK] をクリックします)。 

 

7. [認証] をクリックします。[サーバー認証なし]、[マップされていないユーザー アクセ
スを有効にする] をチェックし、[UID/GID によるマップされていないユーザー アクセ
スを許可する] を選択します。 
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8.2.3. NFS 共有のアクセス許可を指定 
1. [共有のアクセス許可] をクリックし、[追加] をクリックします。[アクセス許可の追加] 

ダイアログボックスで、[All Machines] グループの [共有のアクセス許可] フィールドを 
[アクセスなし] に変更します。これで、NFS 共有にアクセスする不特定のホストを排除
できます。[追加] をクリックします。 

 

2. [新しい共有ウィザード] へ戻り、[追加] をクリックします。[アクセス許可の追加] ダイ
アログボックスの [ホスト] を選択します。ホストを指定し、[共有のアクセス許可] 
フィールドを [読み取り/書き込み] に変更します。[ルート アクセスを許可する] をオン
にします。[追加] をクリックします。 
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3. [新しい共有ウィザード] へ戻ります。[共有のアクセス許可] の設定を確認します。ホス
トの [アクセス許可] が [読み取り/書き込み] で、[ルート アクセス] が [許可] になって
いることを確認します。 

 

4. 左カラムで、[アクセス許可] をクリックして [確認] をクリックします。設定内容を確認
して [作成] をクリックします。 

 

5. 結果を確認し、[新しい共有ウィザード] と [サーバー マネージャー] を閉じます。 

 

6. 8.3節に進んでください。 

  



ホスト・ファイル・システムの共有 
 
 
 

 
 
 インテル® メニーコア・プラットフォーム・ソフトウェア・スタック (インテル® MPSS) 
2016 年 3 月 ユーザーズガイド (Windows*) 
資料番号: 330077-001JA 41 

8.2.4. NFS 共有を作成するコマンドレット PowerShell* を使用  
(オプション) 
8.2.1節から 8.2.3節では、Windows Server* 2012 と Windows Server* 2012 R2 で、
PowerShell* NFS コマンドレットを使用して NFS 共有を設定する方法を説明します。 

注意: バックスラッシュ「\」は、次の行にコマンドラインが続くことを示します。これは、コマ
ンドラインの一部ではありません。 

1. NFS サーバーを追加します。 

User> Add-WindowsFeature FS-NFS-Service 

2. 共有するディレクトリーのプロビジョニングを行います。 

User> New-Item C:\MY_NFS_TEST -type directory  
User> New-NfsShare -Name nfs-tests \ 
-Path C:\MY_NFS_TEST -EnableUnmappedAccess $True \ 
-Permission no-access -Authentication sys 

3. read/write を許可し、Host 192.168.1.100 に root アクセス許可を与えます。 

User> Grant-NfsSharePermission – Name nfs-tests 
-Permission readwrite -ClientName 192.168.1.100 \ 
-ClientType Host -AllowRootAccess $True 

4. 共有のパーミッション設定を確認します。 

User> Get-NfsSharePermission –Name nfs-tests 

5. 次のセクションに進みます。 

8.3. NFS 共有のマウント 
注意: このセクションは、Windows Server* 2008 R2 SP1、Windows Server* 2012、および 
Windows Server* 2012 R2 に適用されます。 

注意: PuTTY ツールのダウンロードとインストールについては、10.1 節を参照してください。 

1. PuTTY ツールがインストールされている場所に移動します。 

User> cd C:\Program Files\Intel\MPSS\bin 

2. コプロセッサーに root でログインします。 

User> putty.exe -ssh -i \ 
<秘密鍵へのパス> root@192.168.1.100 

注意: パスワードの入力を求められた場合、10.3 節の root ユーザー向けの SSH 鍵の設定
をご覧ください。 

3. コプロセッサー上で、NFS 共有と同じ名前のディレクトリーを作成します。 

[mic0]# mkdir /tmp/nfs-tests 

注意: コプロセッサーのデフォルト IP アドレスは、192.168.N +1.100 です。N はコプロ
セッサーの ID 番号です (例えば mic0、mic1 など)。 
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4. コプロセッサーで NFS 共有をマウントします。ここでは、nolock オプションが必要です。 

[mic0]# mount -t nfs -o nolock \  
192.168.1.99:/nfs-tests /tmp/nfs-tests 

5. コプロセッサー上で作成したディレクトリーに移動します。NFS 共有の内容が参照でき
ることを確認します。 

[mic0]# cd /tmp/nfs-tests 

§ 
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9. Windows* 上での CIFS 共有 
 

9.1. micctrl で CIFS 共有をマウント 
コマンド構文: 

micctrl --addcifs <server> <sharename> <card mountpoint> [MIC LIST] 

micctrl --addcifs オプションは、マウントに必要な設定を準備します。micctrl は、ゲストユー
ザーとしてマウントするために必要な最小構成で、設定ファイル、filelist、fstab を更新します。
注意: マウントされた共有ストレージにアクセスするには、コプロセッサーを再起動する必要が
あります。 

1. ホストマシン上での共有を有効にします。 

CIFS 共有をマウントするには、Everyone に共有許可を与え、[パスワード保護の共有を
無効にする] を有効にする必要があります。 

• [コントロール パネル] から [ネットワークと共有] を開き、[共有の詳細設定の変
更] を選択し、[パブリック] プロファイルの [パスワード保護共有] で [パスワード
保護の共有を無効にする] をオンにし、[変更の保存] をクリックします。 

• 共有するディレクトリーの [プロパティ] で [共有] タブを開きます。[ネットワーク
のファイルとフォルダーの共有] の [共有] ボタンをクリックし、共有する相手に 
[Everyone] を追加して [共有] ボタンをクリックします。 
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• [プロパティ] ウィンドウに戻り、[詳細な共有] をクリックして [このフォルダーを
共有する] を選択します。 

 

• [アクセス許可] ボタンをクリックし、[Everyone] に適切なアクセス許可を設定しま
す。 

 

注意: [共有] と [詳細な共有] の両方でアクセス許可を有効にする必要があります。現在
のコプロセッサー上のマウント機能は、入れ子になった共有パスをサポートしていませ
ん。 
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2. micctrl --addcifs を実行します。 

[mic カードリスト] オプションを指定することで、目的のコプロセッサー上のマウント
を有効にできます。[mic カードリスト] が指定されない場合、micctrl --addcifs はシステ
ム上のすべてのコプロセッサー上でマウントを有効にします。このコマンドを実行する
には、micN.xml ファイルの <CIFS> エントリーに追加します。 

例: 

micctrl --addcifs host winshare /mnt/wincifsshare mic0 mic2 
micctrl --addcifs 192.168.1.99 winshare /mnt/wincifsshare 

3. コプロセッサーを再起動します。 

micctrl --stop と --start、もしくは micctrl -- shutdown/-r と –b コマンドを使用してコプ
ロセッサーを再起動できます。最後のステップは、対応する fstab とブート時の共有マ
ウントの micN.filelist を更新します。PuTTY を使用してマウントされた共有ストレージ
にアクセスできます。使用する前に、micctrl --addssh オプションで SSH の設定を行う
必要があります。 

マウントされた共有を変更したい場合、新たなマウントオプションを追加するのと同様
に、手動で設定ファイル micN.xml を修正できます。例えば、複数の CIFS 共有がある場
合、<coprocessor mount point> が一意の識別子として使用され、設定ファイル内のマウ
ントポイントごとに 1 つの <CIFS> エントリーがあるはずです。競合を避けるため、
fstab から古い設定を削除することもできます。新たにマウントされた共有ストレージに
アクセスするには、コプロセッサーを再起動する必要があります。 

コプロセッサー上の root ユーザーとして、手動でパスワード保護された共有をマウント
およびアンマウントする方法もあります。 

コプロセッサー上の共有ファイルにアクセスする際に、メモリーを割り当てることがで
きない (cannot allocate memory error) エラーに遭遇することがあります。このエラーは、
Windows* レジストリー内のファイル共有やネットワーク・アプリケーションのスルー
プットを最大化することで回避できます。 

次のレジストリーの値を 2 もしくは 3 に設定します (大きなファイルを転送する場合)。 

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters\size 

また、オプションで次の値を 1 に設定できます。 

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory 
Management\LargeSystemCache 

変更後、ホストを再起動するか、services.msc のサーバーサービスを再起動します。 

参考文献: 

http://support.microsoft.com/kb/232271  
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee377058(v=bts.10).aspx (英語) 
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9.2. ブリッジと CIFS 共有を設定 
注意: ブリッジを設定する場合、ホスト名の代わりに IP アドレスを指定する必要があります。 

1. ブリッジを設定します。 

2. xml ファイル内の IP アドレスを変更します。 

3. micctrl で CIFS 共有を追加します。 

4. xml ファイルを確認します。 

9.3. micctrl で CIFS 共有をアンマウント 
コマンド構文: 

micctrl --removecifs <カード・マウント・ポイント> [mic カードリスト] 

micctrl --removecifs オプションは、アンマウントに必要な設定を準備します。これは、実際に
アンマウントを行う代わりに、--addcifs のステップで更新した設定、filelist、および fstab をク
リーンアップします。マウントされた共有を削除するには、コプロセッサーを再起動する必要が
あります。 

1. micctrl --removecifs を実行します。 

[mic カードリスト] オプションを指定することで、目的のコプロセッサー上の CIFS 設定
をクリーンアップできます。指定されないと、micctrl --removecifs は、システムで利用
可能なすべてのコプロセッサーの設定のクリーンアップを試みます。 

例: 

micctrl --removecifs /mnt/wincifsshare mic0 mic2  
micctrl --removecifs /mnt/wincifsshare 

2. コプロセッサーを再起動します 

micctrl --stop と --start、もしくは micctrl -- shutdown/-r と –b コマンドを使用してコプ
ロセッサーを再起動できます。マウントされた共有はブート時に削除されます。 

§ 
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10. インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーとの対話 
 

標準的な SSH ツールを使用してコプロセッサーと対話できます。このセクションでは、PuTTY 
ツールを使用して説明します。以下にこのツールのダウンロードとインストール方法を示します。 

10.1. 外部ツール 
いくつかのインテル® ツールは、PuTTY と PuTTYgen のインストールを要求します。次の Web
サイトからダウンロードできます。
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html 

外部ツールと同じ場所に PuTTY と PuTTYgen をインストールします。デフォルトのインストー
ル先は、C:\Program Files\Intel\MPSS\bin です。 

10.2. 特殊ユーザーアカウント micuser 
コプロセッサー・ファイル・システムのデフォルトユーザーは、root と micuser です。micuser 
は、COI オフロード・アプリケーション専用に予約されている特殊ユーザーアカウントです。そ
のため micuser でログインすることはできません。 

特殊アカウント micuser と MICUSERS ユーザーグループを混同しないでください。MICUSERS 
グループは、コプロセッサーにログインできるユーザーが属するグループです。MICUSERS グ
ループへの追加と削除に関する詳細は、10.5 節と 10.5.1 節をご覧ください。 

10.3. コプロセッサーへの SSH アクセス 
SSH の公開鍵 (public key) と秘密鍵 (private key) を生成する方法は、利用する SSH 鍵ツールの
指示に従ってください。ここでは、PuTTY ツールについて説明します。 
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SSH の公開鍵と秘密鍵を生成: 

1. puttygen.exe アプリケーションを起動して、[Generate] ボタンをクリックします。指示
に従って操作を行うと、次のような画面が表示されます。 

 

2. [Save public key] をクリックして、SSH-2 形式でディスクに公開鍵を保存します。例え
ば publicKeys.pub という名前で鍵を保存します。[Save private key] をクリックして、
ほかのユーザーがアクセスできない安全な場所に秘密鍵を保存します。この鍵は、コプ
ロセッサーに接続する際の認証に使用します。パスフレーズを付けて鍵を保存するか、
警告を無視して [Yes] をクリックします。PuTTY ツールを閉じます。 

3. 管理者権限で Windows* コマンドプロンプトを開き、次のコマンドを実行します。 

Admin> micctrl –addssh <ユーザー名> -f <鍵ファイルへのパス> 

<ユーザー名> は、生成した SSH 鍵に関連付けられた Windows のアカウント名で、<鍵
ファイルへのパス> は、公開鍵 (鍵の生成で保存した) の保存先のフルパスです。 

ステップ 2 と 3 の代替手段: 

[PuTTY Key Generator] の [Public key for pasting into OpenSSH authorized_keys file] 
フィールドの内容をクリップボードにコピーします。ステップ 2 で説明したように、秘
密鍵を保存します。 

PuTTY ツールを閉じます。 

管理者権限で Windows* コマンドプロンプトを開きます。次のコマンドを実行します。 

Admin> micctrl –addssh <ユーザー名> <公開鍵> 

<ユーザー名> は、生成した SSH 鍵に関連付けられた Windows* のアカウント名で、<公
開鍵> は PuTTY ツールからクリップボードにコピーされたテキストです。<公開鍵> を
コマンド行に直接ペーストします。 
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4. micctrl ユーティリティーを使用してコプロセッサーを再起動します (ホストの再起動で
はありません)。オンライン状態になったコプロセッサーと対話するため、標準的な SSH 
ツールを使用できます。ユーザーが SSH 権限を持っていることを確認してください。
ユーザー名はコプロセッサーとの対話に使用されます。 

注意: コプロセッサー上のアカウントは、root と micuser です。micuser は、COI オフロード・
アプリケーション専用に予約されている特殊ユーザーアカウントです。そのため micuser でログ
インすることはできません。 

コプロセッサーとの接続を確立: 

1. インテル® MPSS が起動したら、putty.exe を実行します。[PuTTY Configuration] の 
[Category] ボックスを拡張表示し、[SSH] > [Auth] を選択します。[Private key file for 
authentication] フィールドに privateKey.ppk が表示されます (鍵の生成で保存したもの)。 
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2. [Session] > [Logging] の [Host Name (or IP address)] フィールドに、192.168.1.100 を
入力して、[Open] をクリックします。この操作でコプロセッサー mic0 への SSH セッ
ションを開きます。 

[Save] ボタンをクリックして SSH セッションを保存できます (デフォルトのセッション
名を選択するか、新たに作成します)。これにより、その都度秘密鍵を指定しなくてもコ
プロセッサーへ簡単に再接続できます。 

 

3. コプロセッサーへの SSH セッションを確立し、ユーザー名を入力します。前のステップ
が正常に行われていれば、パスワードは求められません。この時点で、コプロセッサー
上のファイルシステムをターミナルセッションで設定しておくと良いでしょう。 

ここまでのステップを完了すると、WinSCP などのプログラムを使用してコプロセッサー間との
ファイル転送が可能になります。 
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10.4. コプロセッサー間とのファイル転送 
このセッションでは、WinSCP ツール (バージョン 5.5) を使用して、コプロセッサー間とのファ
イル転送を行う方法を説明します。WinSCP は、オープンソースであり、http://winscp.net/ (英
語)からダウンロードできます。 

1. WinSCP を起動して [File Protocol (転送プロトコル)] に SCP を選択します。[Host 
Name (ホスト名)] フィールドに 192.168.1.100 を、[User Name (ユーザー名)] フィール
ドにユーザー名を入力します。パスワードは空のままにしておきます。[Advanced… (設
定…)] をクリックし、[Advanced Site Settings (高度なサイトの設定)] ダイアログを表示
します。 

 

2. このダイアログで、[SSH] > [Authentication (認証)] を選択します。[Authentication 
parameters (認証条件)] にある、[Private key file (秘密鍵)] フィールドに、生成した公
開鍵へのフルパスを入力します (もしくは、[…] をクリックしてファイルを検索します)。
[OK] をクリックして、前のダイアログに戻ります。 

 

http://winscp.net/�
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3. オプションで、[Save As... (保存...)] をクリックして、左のペインツリーに新しいサイト
名を保存できます。ツールを使用するには、[Login (ログイン)] をクリックします。 

 

10.5. ユーザーグループ 
コプロセッサーのデフォルトユーザーは、root と micuser です。micuser は、COI オフロード・
アプリケーション専用に予約されている特殊ユーザーアカウントです。そのため micuser でログ
インすることはできません。管理者はほかのユーザーを追加できます。コプロセッサーに追加さ
れたユーザーは、対応する Windows* ローカル、またはドメインのユーザーアカウントが設定
されている必要があります。 

1. Windows* の [スタート] ボタンをクリックします。[プログラムとファイルの検索] ボッ
クスに「実行」と入力すると、[ファイル名を指定して実行] ウィンドウが表示されます。 

2. lusrmgr.msc と入力し Enter キーを押します。 

3. [ローカルユーザーとグループ (ローカル)] ウィンドウの左ペインの [ユーザー] を右ク
リックし、ポップアップ・メニューから [新しいユーザー] を選択してユーザーを追加し
ます。 

4. 左ペインの [グループ] を右クリックし、[新しいグループ] を選択します。[グループ名] 
フィールドに MICUSERS を入力します。[所属するメンバー] ボックスの下にある [追加] 
をクリックし、ステップ 3 で作成したユーザー名を入力します。ユーザーを追加したら、
[作成] ボタンをクリックして MICUSERS グループを作成します。 

注意: MICUSERS グループに追加されたユーザーだけが、コプロセッサーにログインできます。
MICUSERS グループにユーザーを追加または削除した場合、コプロセッサーを再起動する必要が
あります。 

10.5.1. MICUSERS グループからユーザーを削除 
管理者は次の手順で、MICUSERS グループからユーザーを削除できます。 

1. Windows* の [スタート] ボタンをクリックします。[プログラムとファイルの検索] ボッ
クスに「実行」と入力すると、[ファイル名を指定して実行] ウィンドウが表示されます。 

2. lusrmgr.msc と入力し Enter キーを押します。 
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3. 左ペインの [グループ] をダブルクリックします。 

4. 中央パネルのリストから MICUSERS グループを右クリックして、[プロパティ] を選択し
ます。[所属するメンバー] ペインから削除するユーザーを選択します。[削除] ボタンを
クリックします。[OK] をクリックします。 

5. ユーザーをグループから削除したら、[OK] をクリックします。グループから削除した
ユーザーは、コプロセッサーの再起動後、コプロセッサーにアクセスできなくなります。 

注意: MICUSERS グループに追加されたユーザーだけが、コプロセッサーにログインできます。
MICUSERS グループにユーザーを追加または削除した場合、コプロセッサーを再起動する必要が
あります。 

10.6. COI チュートリアルの実行 (オプション) 
インストールが完了すると、COI チュートリアルを実行できます。 

使い方は、C:\Program Files\Intel\MPSS\sdk\tutorials\coi\README_Windows_1.txt をご覧くださ
い。 

インテルのコプロセッサー・オフロード・インフラストラクチャー (COI) は、オフロードと逆ア
クセラレーター・モデルを使用して、ツールやアプリケーションの開発を簡略化する API セット
を提供します。 

COI チュートリアルは、インテル® Composer XE 2013 SP1 以降と Microsoft* Visual Studio* 
2012 を使用して再コンパイルできます。 

10.7. MYO チュートリアルの実行 (オプション) 
インストールが完了すると、MYO チュートリアルを実行できます。 

使い方は、C:\Program Files\Intel\MPSS\sdk\tutorials\myo\README.txt をご覧ください。 

MYO は、ホストプロセスとコプロセッサー・プロセス間の仮想共有メモリーをサポートするラ
イブラリーと API です。MYO は、インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーのハードウェアとソフ
トウェアの補足機能であり、研究者や上級ユーザーを対象としています。 

MYO チュートリアルは、インテル® Composer XE 2013 SP1 以降と Microsoft* Visual Studio* 
2012 を使用して再コンパイルできます。 

10.8. SCIF チュートリアルの実行 (オプション) 
インストールが完了すると、SCIF チュートリアルを実行できます。 

使い方は、C:\Program Files\Intel\MPSS\sdk\tutorials\scif\README.txt をご覧ください。 

SCIF は、分散型アプリケーション向けのコンポーネント間通信のメカニズムを提供します。こ
の機能は、ツールとアプリケーション開発者を対象としています。 

10.9. MicMgmt チュートリアルの実行 (オプション) 
インストールが完了すると、MicMgmt チュートリアルを実行できます。 

使い方は、C:\Program Files\Intel\MPSS\sdk\tutorials\micmgmt\readme.txt をご覧ください。 
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MicMgmt API は、ハードウェア・レジスターとコプロセッサーのパラメーターにアクセスし制
御する、カスタムクラスター機能を開発するのを支援します。 

10.10. トラブルシューティング 
このセクションでは、いくつかのトラブルシューティングと、次のイベントの回復方法を説明し
ます。 

1. 起動中のコプロセッサーのタイムアウト 

2. コプロセッサーが起動しない 

micctrl ユーティリティーは、Windows* イベントビューアーに関連したイベント情報のログを
取得します。イベントビューアーを開くには、Windows* [スタート] ボタンをクリックし、[プ
ログラムとファイルの検索] ボックスに「イベントビューアー」と入力します。イベントビュー
アーの左ペインの [アプリケーションとサービス] を展開し、[MPSSLog] をダブルクリックしま
す。 

次のようなウィンドウが表示されます。 

 

コプロセッサーの起動失敗や停止が観察された場合、このイベントログをチェックすべきです。
失敗は、micctrl –start、micctrl –stop、micctrl –r、micctrl –b 実行時のタイムアウトとエラーも
含みます。 

コプロセッサーのイベントログは、次のコマンドを使用してファイルに保存することができます 
(管理者で実行)。 

Admin> wevtutil qe /f:text mpsslog > output.txt 

現在のところ、カーネル・モード・ドライバーに関連するトラブルシューティング情報を取得す
るには、DebugView を使用することを推奨しています。DebugView は、次の Web サイトから
入手できます。 

http://download.sysinternals.com/files/DebugView.zip (英語) 

ダウンロードした zip ファイルを展開したら、管理者で Dbgview.exe を実行します。[Capture] 
メニューで、[Capture Global Win32]、[Capture Kernel]、および [Enable Verbose Kernel 
Output] が選択されていることを確認します。次の画面が表示されます。 

http://download.sysinternals.com/files/DebugView.zip�
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ホスト・カーネル・モード・ドライバーのイベントは、このウィンドウに表示されます。出力を
キャプチャーするには、[File] > [Save As] をクリックし保存するファイル名を入力します。
DebugView は、micctrl ユーティリティーがコプロセッサーを起動するコマンドを送信して、ホ
ストドライバーが起動要求に失敗した際のデバッグに有効です。 

不正な filelist を指定することでエラーが発生するケースもあります。filelist の構文の詳細は、
第 6 章をご覧ください。filelist が正しくないと、micctrl ユーティリティーはコプロセッサーを
起動できません。起動する前に filelist の構文が正しいかどうかを確認するには、コマンドプロ
ンプトから micctrl -g コマンドを実行してエラーを確認できます。micctrl ユーティリティーがコ
プロセッサーを起動する際に、同じエラーメッセージが [イベントビュー] ログに表示されます。 

§ 
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11. インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーのパ
フォーマンス・ワークロードのインストール 
(オプション) 

 

11.1. 必要条件 
1. インテル® Composer XE の要件 

インテル® Composer XE の要件をインストールするには、2 つの方法があります。1 つ
は、インテル® Composer XE パッケージをすべてインストールする方法です。 

インテル® Composer XE のフルパッケージを利用できない場合、2 つのパッケージをイ
ンストールして要件を満たすことができます。必要な共有オブジェクト・ライブラリー
は、 
インテル® Composer XE の再配布パッケージをインストールすることで展開されます。
再配布パッケージは Web サイトで入手できます。 

http://software.intel.com/en-us/articles/redistributable-libraries-for-intel-c-and-visual-
fortran-composer-xe-2013-sp1-for-windows (英語) 

このダウンロードには、環境設定と依存関係のあるモジュールをインストールする MSI 
パッケージが含まれます。 

共有オブジェクト・ライブラリーに加えて、インテル® MKL Linpack ベンチマークが必要
です。このパッケージも Web サイトで配布されています。 

http://software.intel.com/en-us/articles/intel-math-kernel-library-linpack-download (英
語) 

ダウンロードした zip ファイルは、どこにでも展開できますが、環境変数 MKLROOT に
展開したパッケージの最上位ディレクトリーを設定する必要があります。例えば、自身
のホームディレクトリーに zip ファイルを展開した場合、次のように MKLROOT を設定
します。 

User> set MKLROOT=%HOMEPATH%\linpack_11.1.0 

MKLROOT がユーザーのシェル環境で実行時に設定される場合、micprun は linpack バイ
ナリーを検出できます。上記リンクの linpack のバージョンは、11.1.0 よりも新しい可
能性があり、MKLROOT には適切なパスを指定する必要があります。 

2. MATPLOTLIB の要件 

micpplot と micprun アプリケーションは、パフォーマンス統計を構成するため 
MATPLOTLIB Python* モジュールを使用します。micprun アプリケーションは、冗長性
が 2 以上に設定されている場合にのみプロットを作成するため、その際にのみ 
MATPLOTLIB を必要とします。プロットを作成するには、MATPLOTLIB がインストール
されている必要があります。matplotlib.sourceforge.net (英語) からダウンロードできま
す。 

  

http://software.intel.com/en-us/articles/redistributable-libraries-for-intel-c-and-visual-fortran-composer-xe-2013-sp1-for-windows�
http://software.intel.com/en-us/articles/redistributable-libraries-for-intel-c-and-visual-fortran-composer-xe-2013-sp1-for-windows�
http://software.intel.com/en-us/articles/intel-math-kernel-library-linpack-download�
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3. PuTTY の要件 

PuTTY コマンドライン・ユーティリティー pscp.exe と plink.exe は、ユーザーの PATH 
環境変数で参照できる場所にインストールされている必要があります。PuTTY ツールの
ダウンロードに関する情報は、10.1 節をご覧ください。 

注意: コプロセッサーへログインするために必要なユーザー ID と SSH 鍵は、それぞれ 
INTEL_MPSS_USER と INTEL_MPSS_SSH_KEY 環境変数に設定できます。 

注意: INTEL_MPSS_SSH_KEY には、PuTTY SSH 鍵ファイルへのパスを設定します。 

4. ユーザーアクセスの要件 

micperf がコプロセッサーにファイルを転送した後、新しいユーザーがそのファイルにア
クセスできるようにするには、追加のステップを行う必要があります。 

a) デフォルトでは、micperf はコプロセッサーにへアクセスする際にホストのユー
ザー名を使用します。このユーザーは、MICUSERS グループに登録されていなけれ
ばいけません (MICUSERS グループの作成とユーザーの追加方法については 10.5 節
をご覧ください)。 

b) ユーザーを MICUSERSグループに追加した後、そのユーザーへコプロセッサーへの
アクセス許可を与える方法は、10.4 節をご覧ください。 

11.2. 設定ファイル 
micperf ソフトウェアはインテル® MPSS パッケージに含まれ、デフォルトではソフトウェア・
スタックとともにインストールされます。インテル® MPSS のインストーラーは、micperf ファ
イルを次のディレクトリーにインストールします。 

ベンチマークのソースコード:  C:\Program Files\Intel\MPSS\sdk\tutorials\micperf  
Python* のソース:    C:\Program Files\Intel\MPSS\sdk\micperf\micp  
ベンチマーク・バイナリー:  C:\Program Files\Intel\MPSS\sdk\micperf\libexec  
参考データ:    C:\Program Files\Intel\MPSS\sdk\micperf\data 

11.3. Micp Python* のインストール 
注意: このセクションは、Python* がインストールされていることを前提にしています。スクリ
プトは、Python* 2.7.6 を必要とします。http://www.python.org/download/releases/2.7.6/ (英
語) の Web サイトからダウンロードできます。 

インテル® MPSS がインストールされている場合、micp Python* パッケージにアクセスするには
追加のステップが求められます。グローバル Python* サイトのパッケージをインストールする
か、インストールされた場所から micp パッケージを使用して環境を設定します。 

Python* サイトのパッケージをインストールするには、管理者として Windows* コマンドプロン
プトから次の 2 つのコマンドを実行します。 

Admin> cd C:\Program Files\Intel\MPSS\sdk\micperf\micp  
Admin> setup.py install 

この方法は、管理者と同じ Python* のバージョンを使用するすべての一般ユーザーが micp 
パッケージと実行スクリプトを使用することを可能にします。Python* がデフォルトのインス
トール先にあり、標準設定を利用している場合、setup.py はディレクトリーへ micp パッケー
ジをインストールします。 

http://www.python.org/download/releases/2.7.6/�
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C:\PythonXY\Scripts  
C:\PythonXY\Lib\site-packages\micp 

setup.py install 実行中の中間生成物は、次のディレクトリーに作成されます。 

C:\Program Files\Intel\MPSS\sdk\micperf\micp\build 

setup.py を実行して生成されたコンポーネントは、インテル® MPSS をアンインストールしても
削除されません。setup.py のインストールは、Python* distutils のモジュールを使用しますが、
これらはアンインストールをサポートしていません。 

§ 
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12. 重要な考慮事項 
 

12.1. メモリー制御グループの無効化と有効化 (cgroup) 
このリリースでは、デフォルトでメモリー制御グループは無効化されていますが、global.xml 
ファイルを変更して有効にできます。メモリー cgroup を有効にすると、コプロセッサー上のア
プリケーションが利用可能なメモリー容量をおよそ 120MB 減少させます。 

前提条件: 

次の設定は、管理者のみが変更できます。 

• メモリー cgroup を有効にするには、C:\Program Files\Intel\MPSS\global.xml ファイル
中の <CommandLine> 要素から、<cgroup_disable>memory</cgroup_disable> 行を削
除し、コプロセッサーを再起動します。 

1. C:\Program Files\Intel\MPSS\global.xml から、次の取り消し線で示した行を削除し
ます。 

<CommandLine> 

    <clocksource>tsc</clocksource> 

    <highres>off</highres> 

    <mce>on</mce> 

      <!--Remove the quiet element for more verbose boot 
      logging--> 

    <quiet /> 

    <cgroup_disable>memory</cgroup_disable> 

</CommandLine> 

2. コプロセッサーを再起動します。 

Admin> micctrl –stop  
Admin> micctrl --start 

• メモリー cgroup を無効にするには、C:\Program Files\Intel\MPSS\global.xml ファイル
中の <CommandLine> 要素に、<cgroup_disable>memory</cgroup_disable> 行を追加
し、コプロセッサーを再起動します。 

1. C:\Program Files\Intel\MPSS\global.xml に、次の太字で示した行を追加します。 

<CommandLine> 

    <clocksource>tsc</clocksource> 

    <highres>off</highres> 

    <mce>on</mce> 

      <!--Remove the quiet element for more verbose boot 
      logging--> 

    <quiet /> 
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    <cgroup_disable>memory</cgroup_disable> 

</CommandLine> 

2. コプロセッサーを再起動します。 

Admin> micctrl –stop  
Admin> micctrl --start 

12.2. オフロードプロセス向けに Windows* MIC GDB デバッグ
を有効にする 
Microsoft* Visual Studio* から Windows* MIC GDB デバッガーを利用できるようにするには、デ
バッガーがコプロセッサー側のオフロードプロセスにアタッチするのに必要なファイルの場所を
環境変数に設定する必要があります。これを行うには、次のステップを実行します。 

1. Microsoft* Visual Studio* を閉じてから、次の手順を実行します。 

2. [コントロール パネル] > [システム] > [システムの詳細設定] へ移動します。 

3. [詳細設定] タブで、[環境変数] ボタンをクリックします。 

4. [新規] をクリックします。[変数名] に AMPLXE_COI_DEBUG_SUPPORT を設定し、[変数
値] に TRUE を設定して、[OK] をクリックします。 

5. [新規] をクリックします。[変数名] に MYO_WATCHDOG_MONITOR を設定し、[変数値] 
に -1 を設定します。 

6. 新しい環境変数を適用するため、Microsoft* Visual Studio* を起動します。 

1 から 6 までのステップを実行すると、オフロードプログラムのデバッグ向けにコプロセッサー
上のオフロードプロセスを検出してアタッチするため、Windows* MIC GDB デバッガー用のデ
バッグファイルが作成されます。 

12.3. MYO アプリケーション向けに Windows* MIC デバッグを
有効にする 
背景: 

MYO WATCHDOG MONITOR は、ホスト側とコプロセッサー側で操作が続行され、致命的なエ
ラーが発生していないかどうかを監視する MYO ランタイム・ライブラリーの機能です。イベン
トがどちらか一方 (ホストまたはコプロセッサー) で発生すると、もう一方 (コプロセッサーまた
はホスト) は、エラーメッセージを表示してアボートします。MYO WATCHDOG MONITOR は、
最小限のレート (デフォルトは 1GHz) でメッセージを送受信することでタスクを実行し、相互に
正常に動作していることを伝え合います。 

注意: MYO アプリケーションがデバッガーのブレークポイントで停止すると、MYO WATCHDOG 
MONITOR はホストもしくはコプロセッサー側の MYO アプリケーションが致命的なエラーに
陥ってアボートしたと仮定し、その結果 MYO アプリケーションのデバッグを妨げます。 

このリリースでは、MYO アプリケーションをデバッグするには、ホスト上で MYO アプリケー
ションを開始する前に MYO WATCHDOG MONITOR を無効にする必要があります。無効にする
には、環境変数を次のように設定します: MYO_WATCHDOG_MONITOR=-1。 
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12.4. PSCP を使用してコプロセッサーへ RPM をコピーする 
次の手順で coreutils と libgmp rpm ファイルを mic0 コプロセッサーへコピーしてインストール
します。これらのステップにより各種 rpm ファイルのコピーとインストールが可能です。 

1. iSUS の Web サイトへ移動します。 

2. 該当するインテル® MPSS リリースのコプロセッサー OS 向けのソフトウェアのリンクか
ら、mpss-<バージョン番号>-k1om.tar ファイルをダウンロードします。 

3. 7-Zip や WinZip などのツールを使用して、mpss-<バージョン番号>-k1om.tar ファイル
を展開します。 

4. Windows* コマンドプロンプトで、展開したフォルダーに移動します。 

User> cd mpss-<version number>\k1om 

5. pscp.exe などのセキュアなツールを使用して coreutils と libgmp RPM をコプロセッサー
へコピーします。 

User> pscp -scp -i <PATH_TO_PRIVATE_KEY> coreutils*.rpm \  
root@192.168.1.100:/tmp 

User> pscp -scp -i <PATH_TO_PRIVATE_KEY> libgmp*.rpm \  
root@192.168.1.100:/tmp 

6. SSH を使用してコプロセッサーへアクセスします。 

User> putty.exe -ssh -i <PATH_TO_PRIVATE_KEY> \  
root@192.168.1.100 

7. coreutils と libgmp RPM をインストールします。 

[mic0]# rpm -ihv /tmp/coreutils*.rpm /tmp/libgmp*.rpm 

zypper を使用してパッケージをインストールすることも可能です。 

[mic0]# zypper --no-gpg-checks \ install \ 
/tmp/<rpm_package_name> 

8. 複数のコプロセッサーを使用する場合、4 から 6 のステップを繰り返します。 

RPM をコプロセッサーのファイルシステムに永続的に保持する場合、6.2 節を参照ください。 

§ 
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13. 関連ドキュメント 
 

ここでは、MYO と COI のドキュメント一覧、およびインテル® Xeon Phi™ コプロセッサー向け
の各種資料へのリンクを掲載します。 

13.1. MYO ドキュメント 

13.1.1. Windows* 上の MYO チュートリアルとその他のドキュメント 
C:\Program Files\Intel\MPSS\sdk\tutorials\myo 

13.2. COI ドキュメント 

13.2.1. Windows* 向けの COI ドキュメント 
(MPSS EXE Installation Base)\docs\coi\release_notes.txt 

(MPSS EXE Installation Base)\docs\coi\MIC_COI_API_Reference_Manual_1_0.pdf 

(INTEL_MPSS_HOST_SDK)\include\intel-coi\ 
 -ヘッダーファイルは、すべての API の説明を含みます。 

(INTEL_MPSS_HOST_SDK)\tutorials\coi\README_Windows_1.txt 
 -コプロセッサー側のバイナリーと、一般的なビルドと使用法のチュートリアルを取得する方
法を説明 

13.3. インテル® Xeon Phi™ コプロセッサー資料 
インテル® Xeon Phi™ コプロセッサー製品カタログ: 

https://www-ssl.intel.com/content/www/us/en/high-performance-computing/high-
performance-xeon-phi-coprocessor-brief.html (英語) 

インテル® Xeon Phi™ コプロセッサー仕様アップデート: 

https://www-ssl.intel.com/content/www/us/en/processors/xeon/xeon-phi-coprocessor-
specification-update.html (英語) 

インテル Xeon Phi コプロセッサー安全性とコンプライアンス・ガイド: 

https://www-ssl.intel.com/content/www/us/en/processors/xeon/xeon-phi-coprocessor-safety-
compliance-guide.html (英語) 

インテル® Xeon Phi™ コプロセッサー・データシート: 

https://www-ssl.intel.com/content/www/us/en/processors/xeon/xeon-phi-coprocessor-
datasheet.html (英語) 

インテル® Xeon Phi™ コプロセッサー・ソフトウェア・ユーザーズガイド: 

https://www-ssl.intel.com/content/www/us/en/processors/xeon/xeon-phi-coprocessor-
software-users-guide.html (英語) 

https://www-ssl.intel.com/content/www/us/en/high-performance-computing/high-performance-xeon-phi-coprocessor-brief.html�
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インテル® Xeon Phi™ コプロセッサー・システム・ソフトウェア開発者ガイド: 

https://www-ssl.intel.com/content/www/us/en/processors/xeon/xeon-phi-coprocessor-
system-software-developers-guide.html (英語) 

インテル Xeon Phi コプロセッサー開発者クイック・スタート・ガイド: 

http://software.intel.com/en-us/articles/intel-xeon-phi-coprocessor-developers-quick-start-
guide (英語) 

インテル® Xeon Phi™ コプロセッサー・システム管理者ガイド: 

http://software.intel.com/en-us/articles/system-administration-for-the-intel-xeon-phi-
coprocessor (英語) 

インテル® Xeon Phi™ コプロセッサー命令セット・アーキテクチャー・リファレンス・マニュア
ル: 

http://software.intel.com/sites/default/files/forum/278102/327364001en.pdf (英語) 

§ 
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